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平成 18 年４月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
    平成 18 年３月７日 

上場会社名  株式会社アスカネット （コード番号：2438  東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.asukanet.co.jp/）  ＴＥＬ：(082) 850-1200 
問 合 せ 先       代表者役職・氏名   代表取締役社長   福田 幸雄 
              責任者役職・氏名   取締役管理部長   功野 顕也 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規
則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のた
めの手続きを受けております。 

 
２．平成18 年４月期第３四半期財務・業績の概況（平成17 年５月１日～平成 18 年１月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                  (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18 年４月期第３四半期 1,973 (19.4) 265  (8.0) 265 (11.3) 149 (11.8) 
17 年４月期第３四半期 1,652   (―) 246   (―) 238   (―) 133   (―) 
(参考)17 年４月期 2,262        321        294        167        

 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

18 年４月期第３四半期 3,514    97 3,432    34 
17 年４月期第３四半期 14,536    68 ― 
(参考)17 年４月期 17,945    21 17,452    21 

 (注) １ 当社は、平成 17 年 10 月 20 日をもって、普通株式１株を４株に分割しております。平成 18 年４月期第３四
半期における１株当たり四半期純利益については、期首に分割があったものとして計算しております。 

２ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を記載しております。 
 
〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕 

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰など不安要因があるものの、企業収益の改善や個人消

費の持ち直しを背景として、景気は穏やかな回復基調のうちに推移いたしました。 

当社を取り巻く環境といたしましては、一般コンシューマ市場におきましては、デジタルカメラの普及が進んでおり、

ブロードバンド環境の一般化とともに、デジタルならではの写真の楽しみ方に幅が広がってきております。当社が属し

ております写真業界や葬儀業界におきましては、厳しい経済状況の影響を受け、企業間競争が継続しており、デジタル

化対応など環境変化への的確な順応が重要な要素となっております。 

このような状況のもと、当社は引き続き、フューネラル（葬祭）市場に対する遺影写真等画像映像のデジタル加工、

通信出力を主体としたメモリアルデザインサービス事業と、デジタル写真とオンディマンド印刷の融合を目指し、コン

シューマからプロフェッショナル写真家までをターゲットに個人向け写真集の作製、販売を主体としたパーソナルパブ

リッシングサービス事業を中心として、一つ一つカスタマイズされたモノ創りにこだわって展開してまいりました。 

その結果、当第３四半期会計期間の売上高は 1,973,383 千円（前年同期比 119.4％）となり、費用面におきましては、

東京支社移転・ショールーム併設や新工場の設立・生産設備導入などによる減価償却費・支払家賃・備品費ならびに移

転費用の増加、主としてパーソナルパブリッシングサービス事業における営業人員の増強による人件費の増加や広告・

販促費の増加などにより販売費・一般管理費が増加しましたものの、売上高の増加に加え、原材料費の低減、生産効率

の改善を推し進め、売上総利益率が改善いたしました結果、経常利益は 265,702 千円（前年同期比 111.3％）、第３四半

期純利益は 149,456 千円（前年同期比 111.8％）となりました。 
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事業別の概況は、次のとおりであります。 

メモリアルデザインサービス事業におきましては、当社の画像処理の高い技術力や充実した自社サポート体制を強調

した顧客開拓を進めた結果、首都圏市場を中心に新規顧客を獲得することができました。一方、遺影用額の販売につき

ましては、前年同期に比べ増加したものの、品質上の問題が生じたため予定通りの売上計上には至りませんでした。ま

た、生産面におきましては、引き続き工程の細分化による業務の効率化を進めてまいりました。開発面におきましては、

新たな映像コンテンツや葬儀演出ツールの開発を進めるとともに、近年広まりつつある花祭壇にマッチした葬儀演出ツ

ールとして、ＬＥＤを用いた幻想的なパネルの販売を開始いたしました。その結果、従来、専用端末機器を顧客に貸与

し、毎月会費として一定額を徴収しておりましたが、専用端末機器の低価格化を背景に、顧客への販売を主力としたた

めに、会費収入が減少したものの、主力の写真加工収入や、ハード機器・葬儀用パネルの売上が増加し、売上高は

1,133,967 千円（前年同期比 105.4％）となりました。 

パーソナルパブリッシングサービス事業におきましては、営業面では、婚礼市場を中心としたＢｔｏＢ市場の深耕、

アメリカを中心とした海外市場の開拓、自社サイトの充実や提携によるＢｔｏＣ市場の拡大、写真愛好家向けの写真集

作製サービスのマーケティングを重点的に取り組んでまいりました。引き続きデジタルに関心の高いプロフェッショナ

ル写真家向けのデジタルフォトセミナーを開催し、デジタルの魅力を伝え、顧客の囲い込みに努めてまいりました。昨

年５月には、東京支社を移転しショールームを併設することで、商品の紹介や発注に関するアドバイス、勉強会の開催

など顧客開拓の拠点としての機能を強化いたしました。生産面におきましては、新工場設立、新機器導入により生産能

力を拡大させ、それに応じた人材の確保・育成を行ってまいりました。また、写真館向けの新製品や新たなサイズ・ペ

ージ数による製品ラインナップの充実を図りました。開発面におきましては、海外受注システムを開発するとともに、

より利便性の高い発注システムの開発に着手しております。その結果、プロフェッショナル写真市場向けのプロフォト

ブックと、一般コンシューマ市場向けのマイブックデラックスの売上が堅調に推移し、売上高は 839,416 千円（前年同

期比 145.6％）となりました。 

 

各事業別の売上は、次のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

事業 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

対前年 
増減率 
（％） 

金額(百万円) 構成比(％) 

メモリアルデザインサービ
ス事業 

1,075 65.1 1,133 57.5 5.4 1,476 65.3 

パーソナルパブリッシング
サービス事業 576 34.9 839 42.5 45.6 786 34.7 

合計 1,652 100.0 1,973 100.0 19.4 2,262 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 (2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18 年４月期第３四半期 2,022   1,473   72.9   34,655    05 
17 年４月期第３四半期  1,378   710   51.6   76,178    20 
(参考)17 年４月期 2,062   1,341   65.0   126,198    71 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年４月期第３四半期 20   △399   △66   522   
17 年４月期第３四半期 201   △193   29   342   
(参考)17 年４月期 356   △249   555   967   
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〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前期末に比べ 39,610 千円減少し、2,022,567 千円となりました。その主

な要因は、未払法人税等の減少 84,900 千円であり、対応して現金預金が減少しております。株主資本は、前期末に比べ

132,040 千円増加し、1,473,532 千円となりました。これは主に、第３四半期純利益 149,456 千円を計上したことによる

ものであります。 

 

また、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前期末に比べ 445,205 千円減

少し、522,336 千円となりました。これは主に、前事業年度において利益が増加したことにより法人税等の支払が増加

したことや新社屋建設や生産設備購入を主とした設備投資を行ったことによるものであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、20,980 千円（前年同期比 10.4％）となりました。こ

れは主に、税引前第３四半期純利益を 264,768 千円計上した一方で、法人税等の支払が 200,212 千円生じたことによる

ものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、399,858 千円（前年同期比 207.0％）となりました。

これは主に、新社屋建設や生産設備購入に伴う支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、66,612 千円（前年同期は 29,736 千円の獲得）とな

りました。これは主に、長期借入金の返済や利益配当金の支払によるものであります。 
 
３．平成18 年４月期の業績予想（平成17 年５月１日～平成 18 年４月 30 日） 

1 株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  
 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭 

通     期 2,720   350   194   ― 675  0 675  0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  4,548 円 23 銭 
 

〔業績予想に関する定性的情報等〕 

今後の見通しにつきましては、景気は回復基調にあるとはいえ原油など原材料価格の高騰や不透明な国際情勢など、

不安要因も存在しております。 

このような状況のもと、当社は、一つという最少ロットから一人一人のためにカスタマイズされたサービスを提供す

るという時代に即したビジネスを展開し、安定した需要の取り込みを目指してまいります。メモリアルデザインサービ

ス事業、パーソナルパブリッシングサービス事業とも、売上の安定的成長と適切な利益獲得を至上命題とし、高付加価

値サービスの提供に努めてまいります。 

メモリアルデザインサービス事業におきましては、新規顧客の獲得に注力する一方、課題であります遺影用額の供給

体制の再構築に努めてまいります。 

パーソナルパブリッシングサービス事業におきましては、引き続き、ＢｔｏＢ市場、ＢｔｏＣ市場それぞれの分野に

おいて販路を拡大してまいりますが、これまでにない新しい事業ですので、海外や提携を含む現在進行中の案件につき

ましては不確定な要素も含んでおります。海外市場については、当社サービスの評価をいただいていますので、来期以

降の本格的な売上貢献にむけて継続して販促活動を展開してまいりたいと考えております。 

当第３四半期会計期間においては、売上・利益とも、概ね予想通りに推移しており、現時点におきましては、平成 17

年６月 10 日に公表しました通期の業績予想に変更はありません。 

 

上記見通しは、本資料発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、さまざま
な要因によって、予想数値と異なる場合があります。
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４ 四半期財務諸表等 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金預金   347,500   527,191   972,396  

２ 受取手形   ―   1,210   ―  

３ 売掛金   318,984   365,879   325,014  

４ たな卸資産   52,940   68,083   50,921  

５ その他 ※３  34,029   46,133   47,169  

貸倒引当金   △2,008   △2,145   △2,488  

流動資産合計   751,446 54.5  1,006,352 49.8  1,393,013 67.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 139,553   332,585   137,544   

(2) 機械装置  ―   203,772   ―   

(3) 土地 ※２ 230,767   236,059   230,767   

(4) その他  91,551 461,872 33.5 65,122 837,540 41.4 136,153 504,465 24.5 

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウェア  57,722   38,532   53,466   

(2) その他  682 58,405 4.2 11,287 49,820 2.4 682 54,149 2.6 

３ 投資その他の資産           

(1) 保険積立金  42,442   45,496   43,196   

(2) その他  64,598   83,505   67,532   

貸倒引当金  △192 106,848 7.8 △147 128,853 6.4 △180 110,549 5.4 

固定資産合計   627,125 45.5  1,016,215 50.2  669,164 32.5 

資産合計   1,378,571 100.0  2,022,567 100.0  2,062,178 100.0 
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前第３四半期会計期間末 

(平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年４月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   44,711   49,725   55,119  

２ 未払法人税等   92,800   48,099   133,000  

３ 賞与引当金   25,500   27,400   47,000  

４ その他 ※2,3  156,283   168,731   180,541  

流動負債合計   319,294 23.1  293,956 14.5  415,661 20.2 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２  309,605   228,053   263,747  

２ 退職給付引当金   38,929   9,923   41,277  

３ その他   ―   17,102   ―  

固定負債合計   348,534 25.3  255,078 12.6  305,024 14.8 

負債合計   667,829 48.4  549,035 27.1  720,685 35.0 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   255,050 18.5  476,050 23.6  476,050 23.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   215,050   592,050   592,050  

資本剰余金合計   215,050 15.6  592,050 29.3  592,050 28.7 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   1,693   1,693   1,693  

２ 任意積立金   3,173   2,304   3,173  

３ 第３四半期(当期)  
未処分利益   232,392   392,819   265,879  

利益剰余金合計   237,259 17.2  396,816 19.6  270,745 13.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   3,383 0.3  8,616 0.4  2,646 0.1 

資本合計   710,742 51.6  1,473,532 72.9  1,341,492 65.0 

負債・資本合計   1,378,571 100.0  2,022,567 100.0  2,062,178 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 
 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   1,652,239 100.0  1,973,383 100.0  2,262,636 100.0 

Ⅱ 売上原価   761,229 46.1  894,210 45.3  1,027,258 45.4 

売上総利益   891,010 53.9  1,079,173 54.7  1,235,377 54.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   644,853 39.0  813,403 41.2  913,687 40.4 

営業利益   246,156 14.9  265,769 13.5  321,690 14.2 

Ⅳ 営業外収益   1,876 0.1  4,447 0.2  2,789 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※１  9,292 0.5  4,513 0.2  30,424 1.3 

経常利益   238,740 14.5  265,702 13.5  294,055 13.0 

Ⅵ 特別利益   6,313 0.4  409 0.0  6,313 0.3 

Ⅶ 特別損失   9,018 0.6  1,344 0.1  9,431 0.4 

税引前第３四半期
（当期）純利益 

  236,035 14.3  264,768 13.4  290,937 12.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

※２ 102,399   115,311   140,020   

法人税等調整額  ― 102,399 6.2 ― 115,311 5.8 △16,205 123,814 5.5 

第３四半期(当期) 
純利益 

  133,636 8.1  149,456 7.6  167,123 7.4 

前期繰越利益   98,756   243,362   98,756  

第３四半期(当期) 
未処分利益   232,392   392,819   265,879  
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前第３四半期(当期)純利益  236,035 264,768 290,937 

減価償却費  50,059 70,531 68,822 

貸倒引当金の減少額  △778 △375 △311 

賞与引当金の増減額（△は減少）  △12,100 △19,600 9,400 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  7,406 △31,353 9,754 

受取利息及び受取配当金  △149 △240 △184 

支払利息  4,127 2,825 5,341 

為替差損益（△は差益）  162 △283 36 

新株発行費  ― ― 9,295 

公開関連費用  ― ― 13,283 

固定資産売却益  ― △33 ― 

固定資産除却損  2,300 1,344 2,714 

ゴルフ会員権売却損  1,267 ― 1,267 

売上債権の増加額  △65,497 △42,044 △71,474 

たな卸資産の増加額  △3,513 △17,161 △1,494 

仕入債務の増減額（△は減少）  927 △5,394 11,335 

未払消費税等の増減額（△は減少）  22,906 △32,923 30,260 

その他  △568 33,664 17,533 

小計  242,585 223,723 396,519 

利息及び配当金の受取額  148 239 172 

利息の支払額  △4,075 △2,769 △5,228 

法人税等の支払額  △37,599 △200,212 △35,020 

営業活動によるキャッシュ・フロー  201,059 20,980 356,443 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △179,057 △371,788 △233,821 

有形固定資産の売却による収入  ― 66 ― 

無形固定資産の取得による支出  △18,515 △14,612 △21,165 

長期貸付金の回収による収入  180 180 240 

その他  4,213 △13,703 5,089 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △193,178 △399,858 △249,657 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純減少額  △12,500 ― △12,500 

長期借入れによる収入  70,000 ― 70,000 

長期借入金の返済による支出  △51,764 △31,994 △113,042 

株式の発行による収入  24,000 ― 612,704 

配当金の支払額  ― △22,849 ― 

公開関連費用の支出  ― △11,769 △1,514 

財務活動によるキャッシュ・フロー  29,736 △66,612 555,647 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △178 283 △99 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  37,437 △445,205 662,334 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  305,208 967,542 305,208 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期 
期末(期末)残高 

※１ 342,646 522,336 967,542 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品、製品、原材料、仕掛品 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

商品、製品、原材料、仕掛品 

 同左 

商品、製品、原材料、仕掛品 

 同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物

附属設備は除く）については

定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物 ３～39年

機械装置 ２～10年

工具器具備品 ３～８年
 

(1) 有形固定資産 

  同左 

 

 

(1) 有形固定資産 

  同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内

における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

  同左 

(2) 無形固定資産 

  同左 

４ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、四半

期決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

(1) 貸倒引当金 

  同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額の

うち当第３四半期会計期間負

担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額の

うち当期負担額を計上してお

ります。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職により支給す

る退職給付に備えるため、当

第３四半期会計期間末におけ

る退職給付債務に基づき計上

しております。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

 

（追加情報） 

当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成17年５月に退職一時

金制度の一部について確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。 

本移行に伴う損益に与える影

響は軽微であります。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職により支給す

る退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付

債務に基づき計上しておりま

す。 

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を採

用しております。 

 同左  同左 

７ 四半期キャッシュ・フ

ロー計算書(キャッシ

ュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期的投資からなって

おります。 

 同左  同左 

８ その他四半期財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書）（企

業会計審議会 平成14年８月９日）及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。 

なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。 

― 

 

表示方法の変更 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

― （四半期貸借対照表） 

前第３四半期会計期間において有形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「機械装置」（前第３四半期会計期間51,335

千円）については、資産総額の100分の５超となったため、当第３

四半期会計期間より区分掲記しております。 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 
 

前第３四半期会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成18年１月31日) 

前事業年度末 
(平成17年４月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 112,744千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 152,663千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 114,578千円
 

※２ 担保に供している資産 

建物 84,083千円

土地 75,992  

計 160,075  

上記に対応する債務 

一年以内返済予定
の長期借入金 

18,000千円

長期借入金 132,000  

計 150,000  

 なお、建物及び土地に対する根抵当

権極度額は、180,000千円であります。 

※２ 担保に供している資産 

建物 81,114千円

土地 75,992  

計 157,106    

上記に対応する債務 

一年以内返済予定
の長期借入金 

18,000千円

長期借入金 114,000  

計 132,000  

 なお、建物及び土地に対する根抵当

権極度額は、180,000千円であります。 

※２ 担保に供している資産 

建物 83,472千円

土地 75,992  

計 159,464  

上記に対応する債務 

一年以内返済予定
の長期借入金 

18,000千円

長期借入金 127,500  

計 145,500  

 なお、建物及び土地に対する根抵当

権極度額は、180,000千円であります。 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

 同左 

― 

 

 



 11

(四半期損益計算書関係) 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,127千円
 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,825千円
 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,341千円

新株発行費 9,295    

公開関連費用 13,283    
 

※２ 当第３四半期会計期間における税金

費用については、簡便法による税効果

会計を適用しているため、法人税等調

整額は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

※２ 同左 ― 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 31,027千円

無形固定資産 18,732  
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 51,226千円

無形固定資産 18,941  
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 42,784千円

無形固定資産 25,639  
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金預金 347,500千円

預入期間３ヶ月 
超の定期預金 

△4,854  

現金及び 
現金同等物 

342,646  

 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金預金 527,191千円

預入期間３ヶ月 
超の定期預金 

△4,855  

現金及び 
現金同等物 

522,336  

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金預金 972,396千円

預入期間３ヶ月 
超の定期預金 

△4,854  

現金及び 
現金同等物 

967,542  
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(リース取引関係) 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期末残高相

当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

機械 
装置 

37,634 7,190 30,443 

工具器 
具備品 42,511 22,601 19,909 

合計 80,146 29,792 50,353 
 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び第３四半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

機械 
装置 

37,634 14,200 23,433 

工具器 
具備品 37,087 24,850 12,237 

合計 74,722 39,050 35,671 
 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械 
装置 37,634 8,943 28,691 

工具器 
具備品 

37,087 19,163 17,924 

合計 74,722 28,106 46,615 
 

２ 未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年以内 14,637千円

１年超 36,477  

合計 51,115  
 

２ 未経過リース料第３四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

１年以内 13,794千円

１年超 22,683  

合計 36,477  
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 22,405千円

１年超 25,009  

合計 47,415  
 

３ 支払リース料、減価償却相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 14,823千円

減価償却相当額 13,696  

支払利息相当額 835  
 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 11,604千円

減価償却相当額 10,943  

支払利息相当額 666  
 

３ 支払リース料、減価償却相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 18,787千円

減価償却相当額 17,435   

支払利息相当額 1,011   
 

４ 減価償却相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４ 減価償却相当額の算定方法 

  同左 

４ 減価償却相当額の算定方法 

  同左 

５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

５ 利息相当額の算定方法 

  同左 

５ 利息相当額の算定方法 

  同左 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 
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(有価証券関係) 

前第３四半期会計期間(自 平成16年５月１日 至 平成17年１月31日) 

 その他有価証券で時価のあるもの 
 

 
取得原価 
(千円) 

第３四半期貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 9,426 13,850 4,423 

② その他 5,155 6,412 1,257 

計 14,581 20,262 5,680 

 

当第３四半期会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成18年１月31日) 

 その他有価証券で時価のあるもの 
 

 
取得原価 
(千円) 

第３四半期貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 9,426 19,025 9,598 

② その他 5,155 10,022 4,867 

計 14,581 29,047 14,465 

 

前事業年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日)  

 その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 9,426 12,575 3,148 

② その他 5,155 6,450 1,295 

計 14,581 19,025 4,443 

 

(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期会計期間(自 平成16年５月１日 至 平成17年１月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成18年１月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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(持分法損益等) 

前第３四半期会計期間(自 平成16年５月１日 至 平成17年１月31日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成18年１月31日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり純資産額 76,178円20銭 
 

１株当たり純資産額 34,655円05銭 
 

１株当たり純資産額 126,198円71銭 
 

１株当たり第３四半期純
利益 

14,536円68銭 
 

１株当たり第３四半期純
利益 

3,514円97銭 
 

１株当たり当期純利 
益 

17,945円21銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四

半期純利益については、新株引受権の残高

はありますが、当社株式は非上場・非登録

のため、期中平均株価が把握できませんの

で、記載しておりません。 

平成16年12月17日付で普通株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。前期首

に当該分割が行われたと仮定した場合にお

ける（１株当たり情報）の各数値は以下のと

おりであります。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 60,794円63銭
 

１株当たり当期純利益 6,373円63銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、新株引受権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場・非登録のため、

期中平均株価が把握できませんので、記載

しておりません。 

潜在株式調整後１株 
当たり第３四半期純利益 

3,432円34銭 

 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

17,452円21銭 
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（注）１ １株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

第３四半期損益計算書(損益計算書)上の
第３四半期(当期)純利益(千円) 133,636 149,456 167,123 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益
(千円) 

133,636 149,456 167,123 

普通株式の期中平均株式数(株) 9,193 42,520 9,313 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当
期)純利益の算定に用いられた第３四半期
(当期)純利益調整額（千円） 

― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当
期)純利益の算定に用いられた普通株式増
加数の主な内訳(株) 
 新株引受権 

 
 
 

― 

 
 
 

1,024 

 
 
 

263 

普通株式増加数(株) ― 1,024 263 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり第３四半期(当期)純利益の
算定に含まれなかった潜在株式の概要 

潜在株式の種類 新株引
受権 
潜在株式の数  285株 

― ― 

（注）２ 株式分割について 

当第３四半期会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成18年１月31日） 

当社は、平成17年10月20日付で普通株式１株につき普通株式４株の割合で株式分割を行いました。前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり純資産額 19,044円55銭
 

１株当たり純資産額 31,549円67銭
 

１株当たり第３四半期純利
益 

3,634円17銭
 

１株当たり当期純利益 4,486円30銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益については、新株引受権の残高はありま

すが、当社株式は非上場・非登録のため、期中

平均株価が把握できませんので、記載しており

ません。 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

4,363円05銭

 

 

(重要な後発事象) 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

  
― ―  当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、

平成17年５月に退職一時金制度について確

定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用する予定であ

ります。 

 本移行に伴う翌事業年度の損益に与える

影響は軽微であります。 

 


